令和３年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
（工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業）
公募開始ならびに公募説明会の参加受付のお知らせ

令和 3 年 6 月 15 日改訂
令和 3 年 5 月 28 日

工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業（以下、SHIFT 事業という）について補助
事業者の公募を実施すると共に公募説明会の参加受付を再開いたします。

１．公募期間
（１）策定支援事業
令和 3 年 5 月 28 日（金）～同年 7 月 29 日（木）12 時必着
※令和３年度の設備更新補助事業への応募を前提に本事業に応募する場合は、6 月 15 日 ⇒
6 月 22 日 12 時必着で申請をお願いします。
（２）設備更新事業
令和 3 年 5 月 28 日（金）～同年 6 月 29 日（火）12 時必着

２．公募詳細
詳細については、下記公募要領・応募様式をご確認ください。
各資料は、一般社団法人 温室効果ガス審査協会のホームページ中 SHIFT 事業のウェブサイト
(URL: https://www.gaj.or.jp/eie/shift/koubo.html )からダウンロード下さい。

A
A1

公募要領 （脱炭素化促進計画策定支援事業）
公募要領 (PDF ファイル)

A2

【記入例】様式第 1 交付申請書 (PDF ファイル) ＊様式は E2 参照

A3

【記入例】様式第１別紙１・別紙 2 (PDF ファイル) ＊様式は E3 参照

A4

【記入例】様式第 11 完了実績報告書 (PDF ファイル) ＊様式は E2 参照

A5

【記入例】様式第 11 別紙１・別紙 2 (PDF ファイル) ＊様式は E4 参照

A6

【様式/記入例】作業記録 (Excel ファイル)

A7

【様式】消費税免税事業者に関する確認書 (Excel ファイル)

A8

【記入例】消費税免税事業者に関する確認書 (PDF ファイル)

A9

支援機関リスト (Excel ファイル)

A10

【様式】支援計画書 (Excel ファイル)

A11

【様式】診断報告書／実施計画書 (Excel ファイル)

A12

【様式】診断報告書 確認証 (Excel ファイル)

A13

【様式】実施計画書 確認証 (Excel ファイル)

B

公募要領 （設備更新補助事業）

B1

公募要領 (PDF ファイル)

B2

様式１ 応募申請書 (Excel ファイル)
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B3
B4
B5
B6
B7

【記入例】様式１応募申請書 （PDF ファイル)
様式 1 公募要領 別添１～３ 単年度用 (Excel ファイル)
様式１公募要領 別添１～３ 複数年度用 （Excel ファイル）
【記入例】公募要領 別添１～３ (PDF ファイル)
様式 事業計画表 （Excel ファイル)
【記入例】事業計画表 （PDF ファイル）

B8

【様式】実施計画書 (Excel ファイル)

C

ルール・ガイドライン （CO2 排出量の算定・検証、排出枠取引）

C1

SHIFT 事業(設備更新補助事業) 第１期実施ルール Ver. 1.0 (PDF ファイル)

C2

SHIFT 事業モニタリング報告ガイドライン (Ver.1.0) (PDF ファイル)

D

算定報告書等 （CO2 排出量の算定・検証、排出枠取引）

D1

【様式】 基準年度算定報告書 (単独参加者用) (Excel ファイル)

D2

【記入例：工場】 基準年度算定報告書 (単独参加者用) （Excel ファイル)

D3

【記入例：事業場】 基準年度算定報告書 (単独参加者用) （Excel ファイル)

D4

【様式】 基準年度算定報告書 (グループ参加者用) （Excel ファイル)

D5

【記入例】 基準年度算定報告書 (グループ参加者用) （Excel ファイル)

D6

【様式】 その他の方法にかかる報告様式 (Word ファイル)

D7

【記入例】その他の方法にかかる報告様式 (PDF ファイル)

D8

E

各都道府県の 2017～2019 年平均気温 (PDF ファイル)
交付規程

E1

交付規程 (PDF ファイル)

E2

様式 交付規程様式等（様式第１～第 16） (Word ファイル)

E3

様式第１ 別紙（策定支援） (Excel ファイル)

E４

様式第１1 別紙（策定支援） (Excel ファイル)

E５

様式第１ 別紙（設備更新） (Excel ファイル)

E６

様式第１1 別紙（設備更新） (Excel ファイル)

F
F1

交付要綱・実施要領
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推
進事業）交付要綱（PDF ファイル）

F2

工場・事業所における先導的な脱炭素化取組推進事業実施要領 （PDF ファイル）

G

公募説明資料

G1

公募説明資料 （策定支援） (PDF ファイル)

G2

公募説明資料（設備更新） (PDF ファイル)

G3

公募説明資料（CO2 排出量の算定・検証、排出枠取引） (PDF ファイル)

M

その他

１

Q&A（策定支援） （PDF ファイル）

２

Q&A (設備更新) （PDF ファイル）
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３．オンライン公募説明会の受付
本事業への申請をご検討される事業者様へのオンライン説明会を開催します。同じ内容の説明会を下記日程に

て

2 回WEBEX で開催しますので、都合の良い説明会を選択の上登録ください。
① ご希望の日程の説明会を選択の上、該当する以下の申込ボタンをクリック下さい。
② 「イベント情報」の画面に進み、会議名、会議開催日時をご確認の上「登録」ボタンから申し込みフォー
ムへ移動します。
③ 画面に従い会社名、氏名、メールアドレス等必要事項を入力し「送信」ボタンをクリック下さい。
④ 登録したメールアドレスに登録完了メールが届いたことを確認下さい（メールは当日まで保管下さい）
。
⑤ 接続確認試験時(6/3)には、登録完了メール内の「イベントに参加」ボタンにて接続確認下さい（任意）
。
⑥ 当日、登録完了メール内の「イベントに参加」ボタンにて説明会に参加下さい。

第 1 回目 公募説明会
会議名：令和 3 年SHIFT 事業公募説明会 第 1 回目
日時 ：6 月 8 日（火） AM9:30 アクセス開始 PM16:00 閉会

第 1 回目に参加希望者はこちらをクリックしてください。

第 2 回目 公募説明会
会場名：令和 3 年SHIFT 事業公募説明会 第２回目
日時 ：6 月 10 日（木） AM9:30 アクセス開始 PM16:00 閉会

第２回目に参加希望者はこちらをクリックしてください。

説明会は以下の流れで予定しております。

午前中の説明会は主に策定支援事業応募予定者様を対象に、午後の説明会は主に設備更新事業応募予定者様を対
に実施予定です。説明会においてWEB への途中参加、またはWEB からの途中退席は構いません。

尚、今後の進捗、当日の状況にて時間変更することがありますのでご了承ください。
AM09:30 開場（アクセス開始）
AM10:00 開 会
AM10:30 策定支援事業説明
AM11:30 策定支援事業質疑応答
12:00～13:00 休 憩
PM13:00 設備更新事業説明、CO2 排出量の算定・検証、排出枠取引説明
PM15:30 設備更新事業およびCO2 排出量の算定・検証、排出枠取引質疑応答
PM16:00 閉 会
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象

また、6 月 3 日（木）AM10:00～PM16:00 にWEBEX への接続確認試験を予定しております。WEBEX に不慣れな方は
是非この機会にWEB でのアクセスを確認され、説明会に参加されることを推奨いたします。

４．問合せ先
■ 令和 3 年度SHIFT 事業執行団体
一般社団法人 温室効果ガス審査協会
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-29-1 住友不動産一ツ橋ビル 7 階事
業運営センター 事業部
■ 問合せ専用メールアドレス：shift@gaj.or.jp
※お問合せがある場合は、一般社団法人 温室効果ガス審査協会ホームページのSHIFT 事業お問い合わ
せに掲載されている質問フォームをダウンロードし、上記の問合せ専用メールアドレス宛にお送りく
ださい。
以上

Sf03m9
4/4

